平成 25 年 10 月定例教育委員会会議録
平成 25 年 10 月定例教育委員会は、９月 30 日（月）大府市役所５階 委員会室１に招集し、次のとおり審議した。
○出席した委員
一番席委員 河合 昌和

二番席委員 日比 靖子

三番席委員 竹中 万里

四番席委員 相木 鍾三

五番席委員 淺井 宣亮

六番席委員 細谷 正明

○議案説明のため出席した事務局職員
教育部長、指導主事、学校教育課長、生涯学習課長、中央図書館長
指導主事、学校教育課庶務施設係長、学校教育課学校教育係長、生涯学習課放課後クラブ係長
○提案議案
議案第

45 号 委員長並びに委員長職務代理者の選挙について
46 号

第 36 回半田少年少女合唱団定期演奏会
新美南吉生誕 100 年記念～南吉の世界を歌う～の後援申請について

47 号 第４回愛知県スポーツ少年団バドミントン交流大会の後援申請について
報告事項

1 号 小中学校現況報告について
2 号 暴風警報等が発表された場合（非常時）の対応について
3 号 大府市放課後クラブ指導嘱託職員の状況について
4 号 第 14 回東海児童合唱団定期演奏会の後援申請について
5 号 第 19 回愛知県小学生バドミントン大会団体戦の後援申請について
6 号 2013 地域別県民文化大祭典 大府・東浦ときめきシンフォニーの後援申請について

開会時間 午後 1 時 30 分
閉会時間 午後 2 時 05 分
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委員長

開会あいさつ。
前回議事録は、先程承認。
9 月 6 日、第 44 回産業文化まつり推進委員会に出席しました。たくさんの係の方々が
お集まりで、大きな会議だなという印象を持っております。同日、中学校の海外派遣帰国
報告会がありました。子ども達の報告を聞いておりますと、たくさんの税金がかかる訳で
はありますが、この事業は、ぜひ、続けていただきたいなという思いが改めて強くした次
第でございます。
9 月 14 日は、敬老会に出席しました。市の幹部の方々もたくさん出席をしていただき
まして、情報として、まだ 100 歳以上の方が市には 27 名いらっしゃるそうです。びっく
りいたしました。代表で、市長さんから表彰を受けた 95 歳の方が来ていらっしゃいまし
たけど、手すりも使わずに階段もちゃんと上がってみえ、立派だな、どうしたらあのよう
に健康でしゃんと生きられるかなという思いを強くした訳ですけども、やはり、日々の生
活がしっかりしていらっしゃるのかなという思いをしております。
9 月 17 日、明るい選挙のポスターの審査会に久しぶりに出席しました。なかなか上手
な絵で、私は絵のことは良く分かりませんけども、それぞれの委員が自分の感性で選んで
おられました。18 日は、教育長さんと一緒に知多地方教育懇談会へ出席しました。市教
委の方々の要望をお聞きする会でございますが、行政・校長会等々の代表の方もいらっし
ゃいましたので、
そうした要望も少しずつ聞きながら前進をしていくのかなというふうに
思っております。ただ、私の尊敬する大村はま先生ではありませんけども、教師の世界だ
けに通用する言い訳というのが教師の世界にはあるようです。私も、自覚しながら生活を
してきたつもりですけれども、やはり専門職として、教師がまずやらなければならないこ
とは何かということをやはり考えていかなければならないなっていう思いを持っており
ます。
9 月 19 日は、大府小学校の学校訪問へ出席しました。中秋の名月の日でありましたの
で、給食にお月見だんごがでました。自校方式の給食のいいところで、栄養士さんたちが
いろいろ工夫をしてくださっているなという思いをしております。20 日、ことばの活性
化推進事業に出席しました。京都大の吉永先生のご講演でございまして、第一回というこ
とでございまして、３回ぐらいお越しいただけるそうですけども、多方面にわたって先生
の思いを語られ、
出席されていた竹中委員さんが果敢に質問をされていらっしゃいました
が、いいことだなと思いました。以上です。
それでは、教育長報告をお願いします。

教育長

それでは教育長報告を行います。実りの秋を迎え、各学校では運動会や文化祭等の行事
が盛んに行われており、子どもたちが元気いっぱい活躍している様子を目の当たりにし
て、とても頼もしく感じています。行事を通して子どもたちの成長を期待したいと思いま
す。そのためには、先生方の計画的で粘り強い指導が欠かせません。取り組む過程はもち
ろん大事ですが、子どもたちには達成感や成就感を味わわせてやりたいものです。その意
味において、過程だけでなく、結果もきちんと求めて取り組んでほしいと思っています。
そんな思いは明日の校長会議でもお話ししようと思っています。それぞれの行事には、教
育委員の皆様にも足を運んでいただいていますので、
個々の報告や感想は省略させていた
だきます。
そこで今日は、一点にしぼって情報提供かたがた報告をさせていただきます。
お手元の「教育の情報化ビジョン(骨子)」と書かれた資料をご覧ください。これは、平
成 22 年 8 月に文部科学省が発表したものです。今日はその前書きの部分だけを用意しま
した。詳細な説明は省きますが、冒頭の「教育の情報化の推進は、21 世紀にふさわしい
学びと学校を創造する鍵である」という書き出しが注目されます。そして 2 ページを見ま
すと、
「情報通信技術を活用して、①子ども同士が教え合い学び合うなど、双方向で分か
りやすい授業の実現、②教職員の負担軽減、③児童生徒の情報活用能力の向上が図られる
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よう、21 世紀にふさわしい学校教育を実現できる環境を整える」ことが重点施策として
盛り込まれたとの表現もあります。本文はかなりのボリュームになりますが、それを 1
枚にまとめたものが「参考資料１」として示されたものです。これを見ると「21 世紀を
生きる子どもたちに求められる力」
「21 世紀にふさわしい学びの創造と教育の情報化の
果たす役割」など、大きく 5 点から教育の情報化ビジョンの内容が示されています。
教育の情報化は世界的な動向であり、時代の大きな流れを受けて、今後学校へのＩＣＴ
整備が加速していくことは間違いないだろうと思います。こうした中、ＩＣＴを道具とし
て活用できる力を育てていくことが強く求められる時代になったといえます。
様々な課題
はありますが、
本市としてこの課題にどう取り組むのかについて検討を始める必要を感じ
ます。幸い、東山小学校が国のモデル事業を受けて実証研究を進めてきたという実践の蓄
積があります。そこで、身近な先進事例の成果や課題を整理しつつ、本市としての教育の
情報化推進計画策定に着手したいと思います。そのために、大府西中学校の深谷校長を委
員長とする特別委員会を立ち上げます。今後、委員の皆様には進捗状況を報告しつつ、ご
意見をいただきたいと思いますのでよろしくご理解いただきますようお願いします。
以上で教育長報告とします。
委員長

それでは議案の審議に入ります。議案第 45 号「委員長並びに委員長職務代理者の選挙
について」ご説明をお願いします。

学校教育課長

議案第 45 号「委員長並びに委員長職務代理者の選挙について」
。
「提案理由」といたしましては、委員長並びに委員長職務代理者の任期が９月 30 日で
満了となりましたので、
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 12 条第１項の
規定に基づき、始めに、委員長の選挙をお願いするものであります。
選挙につきましては、
「大府市教育委員会会議規則」第２条の規定によりまして、単記
無記名投票となっておりますので、よろしくお願いいたします。
投票用紙をお配りします。
（投票用紙配布 ⇒ 各教育委員記入 ⇒ 投票 ⇒ 開票）

学校教育課長

それでは、委員長選挙の結果を申し上げます。
投票総数６票、日比委員５票、竹中委員１票。無効票はありませんでした。
日比委員が、新しく委員長になられました。よろしくお願いいたします。
続きまして「大府市教育委員会会議規則」第３条に基づきまして、委員長職務代理者の
選挙をお願いいたします。
委員長選挙と同様に、単記無記名投票でございます。
投票用紙をお配りします。
（投票用紙配布 ⇒ 各教育委員記名 ⇒ 投票 ⇒ 開票）

学校教育課長

それでは、委員長職務代理者選挙の結果を申し上げます。
投票総数６票、竹中委員５票、相木委員１票。無効票はありませんでした。
竹中委員が、新しく委員長職務代理者になられました。よろしくお願いいたします。以
上です。

委員長

ここで、新しく委員長になられました日比委員、委員長職務代理者になられました竹中
委員より、ご挨拶をいただきます。
（日比委員、竹中委員あいさつ）
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委員長

つづきまして、議案第 46 号「第 36 回半田少年少女合唱団定期演奏会 新美南吉生誕 100
年記念～南吉の世界を歌う～の後援申請について」ご説明をお願いします。

学校教育課
庶務施設係長

議案第 46 号
「第 36 回半田少年少女合唱団定期演奏会 新美南吉生誕 100 年記念～南吉
の世界を歌う～の後援申請について」説明いたします。
（以下、提案理由等資料により説
明）

委員長
５番委員

委員長

何かご質問はありませんか。
この半田少年少女合唱団は、昨年の 35 回定期演奏会のパンフレットが６ページにあり
ますが、その後援のところをみても半田市、常滑市、知多市、阿久比町、東浦町、美浜町
の各市町の教育委員会も推薦（後援）しておりますし、半田商工会議所、中日新聞社など
も、信頼できる組織だと思いますし、３ページの後援を必要とする理由に、知多半島５市
５町の各教育委員会に後援を頂くことにより、知多半島全域にこの事業（演奏会）への社
会的信用を増すことができ、
各市町でのＰＲ活動をしやすくなるというのは理にかなって
いると思いますので、私自身は賛成いたします。
他にございませんか。

４番委員

事業の内容をみましても、愛唱歌約 20 分、新美南吉の世界を歌う約 40 分、日本の名歌・
昭和の童謡約 30 分ということで、伝えていきたいような歌を歌っていただけるようです
ので、私も大賛成です。

委員長

ありがとうございました。他の委員さんもうなづいていらっしゃいますので、この件に
つきましては許可してよろしいでしょうか。
（異議なし）

委員長

それでは、議案第 46 号については許可いたします。
続きまして議案第 47 号に移りたいと思います。議案第 47 号「第４回愛知県スポーツ少
年団バドミントン交流大会の後援申請について」説明をお願いいたします。

学校教育課
庶務施設係長

議案第 47 号
「第４回愛知県スポーツ少年団バドミントン交流大会の後援申請について」
説明いたします。
（以下、提案理由等資料により説明）

委員長

それでは、議案第 47 号について、ご質問はありませんでしょうか。

３番委員

大府市はバドミントンがとても盛んなので、
こういった形で行われることを大いに教育
委員会としても後援することはいいことだと思います。

委員長

17 ページの活動実績書をみますと、それぞれの活動において開催市町の教育委員会が
後援団体に入っているということですので、今、竹中委員さんがおっしゃったように、こ
の件については後援申請を許可するということでよろしいでしょうか。
（異議なし）
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指導主事
委員長
学校教育課長

委員長
生涯学習課
放課後ｸﾗﾌﾞ係長
委員長
学校教育課
庶務施設係長
委員長
学校教育課
庶務施設係長
委員長
学校教育課
庶務施設係長
委員長

要

それでは、許可いたします。
本日の議案は全て終了いたしました。続きまして、報告事項をお願いします。

報告事項 1 号「小中学校現況報告について」報告。
次の報告をお願いします。
報告事項 2 号「暴風警報等が発表された場合（非常時）の対応について」報告。
（以下、
資料により説明）
次の報告をお願いします。
報告事項 3 号「大府市放課後クラブ指導嘱託職員の状況について」報告。
（以下、資料
により説明）
次の報告をお願いします。
報告事項 4 号「第 14 回東海児童合唱団定期演奏会の後援申請について」報告。
（以下、資
料により説明）
次の報告をお願いします。
報告事項 5 号「第 19 回愛知県小学生バドミントン大会団体戦の後援申請について」報
告。
（以下、資料により説明）
次の報告をお願いします。
報告事項 6 号「2013 地域別県民文化大祭典 大府・東浦ときめきシンフォニーの後援
申請について」報告。
（以下、資料により説明）
ありがとうございました。以上で終わります。
それでは、11 月の出席依頼についてお願いします。

学校教育課長

学校教育課分の報告

生涯学習課長

生涯学習課分の報告

委員長

旨

以上ですべて終わりました。
（以下余白）

